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令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：石川県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道8号 金沢市 海側幹線（今町～鞍月） 50

改築 国道8号 白山市 松任拡幅 50

改築 国道8号 能美市～加賀市 小松バイパス 200

改築 国道8号 加賀市 加賀拡幅 50

改築 国道8号 加賀市 牛ノ谷道路 65

改築 国道159号 金沢市 金沢東部環状道路 150

改築 国道470号 輪島市 輪島道路 700

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：石川県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道159号 かほく市 石川159号交通安全対策 185

路線名 備考

交通安全 国道8号
津幡町、金沢市、
白山市、小松市、
加賀市

石川8号交通安全対策 144



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：石川県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

桜町電線共同溝 170

桜町～賢坂辻電線共同溝 190

尾張町電線共同溝 200

電線共同溝 国道160号 七尾市 石川160号電線共同溝 160 川原町電線共同溝 160

560

路線名 備考

電線共同溝 国道159号 金沢市 石川159号電線共同溝



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：石川県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道8号 津幡町～加賀市 石川8号維持管理 98

維持管理 国道157号 金沢市～白山市 石川157号維持管理 133

維持管理 国道159号 七尾市～金沢市 石川159号維持管理 95

維持管理 国道160号 七尾市 石川160号維持管理 42

維持管理 国道470号 輪島市～七尾市 石川470号維持管理 40

維持管理 カーボンニュートラル・豪雪対策 87

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：石川県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道470号 輪島市 輪島道路 200

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県：石川県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道470号 七尾市 石川470号交通安全対策 150 石川470号交通安全施設等整備 150

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：石川県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道8号 津幡町～加賀市 石川8号維持管理 90

維持管理 国道157号 金沢市～白山市 石川157号維持管理 10

維持管理 国道159号 七尾市～金沢市 石川159号維持管理 30

維持管理 国道160号 七尾市 石川160号維持管理 10

維持管理 国道470号 輪島市～七尾市 石川470号維持管理 10

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:石川県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 （一） 蚊爪森本停車場線 金沢市
海側幹線Ⅳ期
【金沢外環状道路】

210

改築 （市） 大浦・千木町線 金沢市
海側幹線Ⅳ期
【金沢外環状道路】

668

改築 （主） 金沢田鶴浜線 羽咋市、志賀町 柳田ＩＣ～上棚矢駄ＩＣ 790

改築 （主） 金沢美川小松線 白山市 小川町～松本町 250

改築 国道304号 金沢市 清水谷バイパス 60

改築 （一） 蚊爪森本停車場線 金沢市 千木町～福久町 260

改築 （一） 百海七尾線 七尾市 古府町～矢田町 30

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:石川県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 国道360号 白山市 東荒谷～尾添 30

土砂災害対策 (主) 珠洲穴水線 能登町 五十里～黒川 40

土砂災害対策 (主) 白山公園線 白山市 風嵐～市ノ瀬 30

土砂災害対策 (主) 輪島浦上線 輪島市 小池町～大沢町 28

土砂災害対策 (主) 丸山加賀線 小松市 丸山町～大杉町 35

土砂災害対策 (主) 福浦港中島線 志賀町 福浦港 40

土砂災害対策 (主) 輪島富来線 穴水町、志賀町 大角間～今田 28

土砂災害対策 (主) 七尾輪島線
七尾市、穴水町、
輪島市

横田～熊野町 32

土砂災害対策 (一) 我谷今立塔尾線 加賀市 山中温泉我谷町～杉水町 30

土砂災害対策 (一) 大杉長谷線 小松市 赤瀬町 32

土砂災害対策 (一) 内尾口直海線 白山市 河内町吹上～内尾 30

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:石川県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

土砂災害対策 (一) 倉谷土清水線 金沢市 二又新町～寺津町 35

土砂災害対策 (一) 小木時長線 能登町 真脇～羽生 40



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:石川県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 石川県 石川県無電柱化推進計画事業 70
(都)寺町今町線(東山～森山)〔金沢市〕、(都)臨港線(無量寺～戸水)
〔金沢市〕



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:石川県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 石川県 橋梁長寿命化修繕計画 648 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 石川県 トンネル長寿命化修繕計画 153 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 石川県 道路附属物等長寿命化修繕計画 264 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 羽咋市 橋梁長寿命化修繕計画 75 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 白山市 橋梁長寿命化修繕計画 41 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 白山市 トンネル長寿命化修繕計画 7 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 津幡町 橋梁長寿命化修繕計画 37 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
石川県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

石川県橋梁長寿命化修繕計画
石川県 加賀市 県道11号 無名橋13 橋梁 修繕
石川県 加賀市 県道１９号 中央大橋 橋梁 修繕
石川県 七尾市 県道１号 小牧橋 橋梁 修繕
石川県 七尾市 県道１号 土川橋 橋梁 修繕
石川県 津幡町 県道２２１号 種橋 橋梁 修繕
石川県 珠洲市 県道28号 新第一山田橋 橋梁 修繕
石川県 白山市 県道３３号 明谷橋 橋梁 修繕
石川県 志賀町 県道60号 上棚高架橋 橋梁 修繕
石川県 羽咋市 県道60号 千里浜インター橋（上り） 橋梁 修繕
石川県 かほく市 県道60号 ボックスNo.15-1 橋梁 修繕
石川県 かほく市 県道60号 ボックスNo.15-2 橋梁 修繕
石川県 かほく市 県道60号 ボックスNo.31 橋梁 修繕
石川県 かほく市 県道60号 ボックスNo.38 橋梁 修繕
石川県 宝達志水町 県道60号 ボックスNo.55 橋梁 修繕
石川県 内灘町 県道60号 ボックスNo.6 橋梁 修繕
石川県 志賀町 県道60号 黒田１号橋（下り） 橋梁 修繕
石川県 宝達志水町 県道60号 前田川海浜橋（下り） 橋梁 修繕
石川県 宝達清水町 県道60号 大海川海浜橋（上り） 橋梁 修繕
石川県 七尾市 県道60号 大津高架橋（下り） 橋梁 修繕
石川県 宝達志水町 県道60号 宝達川海浜橋（下り） 橋梁 修繕
石川県 羽咋市 県道60号 柳田橋 橋梁 修繕
石川県 輪島市 国道２４９号 亀部田新橋 橋梁 修繕
石川県 輪島市 国道２４９号 坂尻橋 橋梁 修繕
石川県 珠洲市 国道249号 曽木橋 橋梁 修繕
石川県 輪島市 国道２４９号 二俣大橋 橋梁 修繕
石川県 輪島市 国道２４９号 船通橋 橋梁 撤去
石川県 輪島市 国道２４９号 三つ子橋 橋梁 修繕
石川県 輪島市 国道２４９号 出村橋 橋梁 修繕
石川県 輪島市 国道２４９号 劔地大橋 橋梁 修繕
石川県 輪島市 国道２４９号 劔地大橋歩道橋 橋梁 修繕
石川県 白山市 国道３６０号 黄門橋 橋梁 修繕
石川県 金沢市 県道１４６号 三社宮の橋 橋梁 修繕
石川県 金沢市 県道１７号 無名橋291 橋梁 修繕
石川県 輪島市 県道１号 宗下橋 橋梁 修繕
石川県 七尾市 県道１号 豊川橋 橋梁 修繕
石川県 金沢市 県道２１５号 無名橋520 橋梁 修繕
石川県 金沢市 県道２２号 円光寺大橋(下り) 橋梁 修繕
石川県 金沢市 県道２２号 大桑高架橋(連絡橋上り) 橋梁 修繕
石川県 金沢市 県道２２号 大桑高架橋(連絡橋下り) 橋梁 修繕
石川県 金沢市 県道２２号 四十万アンダー（鉄道部） 橋梁 修繕
石川県 金沢市 県道２２号 無名橋285 橋梁 修繕
石川県 能美市 県道２２号 鍋谷川橋（下り） 橋梁 修繕
石川県 川北町 県道２２号 避溢橋（上り） 橋梁 修繕
石川県 金沢市 県道２５号 神田陸橋 橋梁 修繕
石川県 加賀市 県道３９号 河原大橋 橋梁 修繕
石川県 加賀市 県道３９号 松山大橋 橋梁 修繕
石川県 能美市 県道４号 無名橋105 橋梁 修繕
石川県 小松市 県道５４号 島田跨線橋 橋梁 修繕
石川県 小松市 県道５４号 島田陸橋 橋梁 修繕
石川県 金沢市 県道８号 無名橋301 橋梁 修繕
石川県 白山市 国道１５７号 大蔵谷大橋 橋梁 修繕
石川県 白山市 国道１５７号 釜谷大橋 橋梁 修繕
石川県 白山市 国道１５７号 白峰大橋 橋梁 修繕
石川県 白山市 国道１５７号 東二口二の橋 橋梁 修繕

石川県トンネル長寿命化修繕計画
石川県 中能登町 県道２５１号 眉丈山トンネル トンネル 修繕
石川県 志賀町 国道249号 はたご隧道 トンネル 修繕
石川県 穴水町 県道１号 穴水隧道 トンネル 修繕
石川県 金沢市 県道22号 崎浦涌波トンネル（上り） トンネル 修繕
石川県 白山市 国道157号 五味島隧道 トンネル 修繕
石川県 白山市 国道360号 三坂隧道 トンネル 修繕

石川県道路附属物等長寿命化修繕計画
石川県 能美市 県道22号 道路標識 道路附属物等 修繕
石川県 小松市 県道22号 道路標識 道路附属物等 修繕
石川県 能美市 国道305号 道路標識 道路附属物等 修繕
石川県 小松市 国道305号 道路標識 道路附属物等 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
石川県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

石川県 小松市 国道305号 道路標識 道路附属物等 修繕
石川県 小松市 国道360号 道路標識 道路附属物等 修繕
石川県 金沢市 県道159号 浅野本町横断歩道橋 道路附属物等 修繕
石川県 白山市 県道181号 風穴覆工（１８１－１４０－１） 道路附属物等 修繕
石川県 白山市 県道181号 風穴覆工（１８１－１４０－６～８） 道路附属物等 修繕
石川県 志賀町 県道1号 ボックスＮｏ．１２３ 道路附属物等 修繕
石川県 七尾市 県道1号 ボックスＮｏ．１５０ 道路附属物等 修繕
石川県 白山市 県道33号 風嵐覆工（０３３－０１０－２） 道路附属物等 修繕
石川県 かほく市 県道60号 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕
石川県 かほく市 県道60号 道路標識 道路附属物等 修繕
石川県 宝達志水町 県道60号 道路標識 道路附属物等 修繕
石川県 羽咋市 県道60号 道路標識 道路附属物等 修繕
石川県 内灘町 県道60号 ボックスＮｏ．１－１ 道路附属物等 修繕
石川県 白山市 国道157号 おおなだれ覆工 道路附属物等 修繕
石川県 白山市 国道157号 細越覆工（１５７－０５０－１～２（１）） 道路附属物等 修繕
石川県 白山市 国道157号 細越覆工（１５７－０５０－４（２）） 道路附属物等 修繕
石川県 金沢市 国道359号 神谷内横断歩道橋 道路附属物等 修繕
石川県 金沢市 国道359号 小坂横断歩道橋 道路附属物等 修繕
石川県 金沢市 国道359号 内山峠スノーシェルター 道路附属物等 修繕
石川県 白山市 国道360号 尾添覆工 道路附属物等 修繕
石川県 七尾市 国道470号 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕
石川県 七尾市 国道470号 道路標識 道路附属物等 修繕

羽咋市橋梁長寿命化修繕計画
羽咋市 羽咋市 邑知68号線 宇土野橋 橋梁 更新

白山市橋梁長寿命化修繕計画
白山市 白山市 青柳線 牛首大橋 橋梁 修繕
白山市 白山市 部入道月橋線 つきはし 橋梁 修繕

白山市トンネル長寿命化修繕計画
白山市 白山市 市道ﾀﾞﾑ1号線 ライントンネル トンネル 修繕

津幡町橋梁長寿命化修繕計画
津幡町 津幡町 町道上藤又大窪線 上藤又橋 橋梁 修繕
津幡町 津幡町 町道七野１２号線 閑野橋 橋梁 修繕
津幡町 津幡町 町道別所下中線 岩橋 橋梁 修繕
津幡町 津幡町 町道種４号線 平野第一橋 橋梁 修繕
津幡町 津幡町 町道潟端２７号線 潟端第十一橋 橋梁 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：石川県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 国道304号 金沢市 清水谷バイパス 160

路線名 備考



石 川 県

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・石川県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

手取川 手取川 一般河川改修事業 155　 能美市
のみし

梯川 梯川 一般河川改修事業 122　 小松市
こまつし

手取川 手取川 河川維持修繕事業 180　 能美市
　　のみし

、白山市
はくさんし

～河口
かこう

梯川 梯川 河川維持修繕事業 106　 小松市
　こまつし

～河口
かこう

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和３年度補正予算　河川事業（補助・石川県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

犀川 犀川 事業間連携河川事業 70　 金沢市
か な ざ わ し

犀川 木曳川 事業間連携河川事業 15　 金沢市
か な ざ わ し

大野川 大野川 事業間連携河川事業 177　 金沢市
か な ざ わ し

大野川 弓取川 事業間連携河川事業 30　 金沢市
か な ざ わ し

大野川 大宮川 事業間連携河川事業 24　 金沢市
か な ざ わ し

新堀川 動橋川 大規模特定河川事業 180　 加賀市
か が し



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

てどりがわ うしくびがわ、おぞがわ てどりがわすいけいさぼうえんていほきょう はくさんし しらみね、せと、おぞう

金沢河川国道 火山砂防 手取川 牛首川、尾添川 手取川水系砂防堰堤補強 白山市 白峰、瀬戸、尾添 砂防堰堤工 210
てどりがわ うしくびがわ やなぎだに やなぎだにちゅうりゅうさぼうえんていぐん はくさんし しらみね

手取川 牛首川 柳谷 柳谷中流砂防堰堤群 白山市 白峰 砂防堰堤工 150
てどりがわ うしくびがわ あかいわさぼうえんていぐんかいちく はくさんし しらみね

手取川 牛首川 赤岩砂防堰堤群改築 白山市 白峰 砂防堰堤工 180
てどりがわ おぞがわ なかやまこたに なかやまこたにさぼうえんてい はくさんし おぞう

手取川 尾添川 中山小谷 中山小谷砂防堰堤 白山市 尾添 砂防堰堤工 140

合計 4 箇所 680

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（石川県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



令和３年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（補正）（石川県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

じんのすけだに はくさんし しらみね はいすいとんねるこう

金沢河川国道 甚之助谷 白山市 白峰 排水トンネル工 220

１箇所 220合計

所在地

地すべり対策



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 いしやすんば わじまし いしやすみばまち しゅうすいせいこう

砂防等事業 石休場 輪島市 石休場町 集水井工 25
ひがしやま わじまし ひがしやままち のりめんこう

東山 輪島市 東山町 法面工 42
なかさい ほうすぐん のとちょう なかさい くいこう

中斉 鳳珠郡 能登町 中斉 杭工 50
まうら すずし まうらまち よこぼーりんぐこう

真浦 珠洲市 真浦町 横ボーリング工 20
すざき すずし おりとまち よこぼーりんぐこう

洲崎 珠洲市 折戸町 横ボーリング工 20

5箇所 157合計

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（石川県　1/2）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 ふくら はくいぐん しかまち ふくらこう のりわくこう

砂防等事業 福浦 羽咋郡 志賀町 福浦港 法枠工 18

ひめさんごう ほうすぐん のとちょう ひめ のりわくこう

姫３号 鳳珠郡 能登町 姫 法枠工 36

小計 2箇所 54

事業間連携 びら ほうすぐん あなみずまち びら まちうけようへきこう

砂防等事業 比良 鳳珠郡 穴水町 比良 待受擁壁工 2.4

すずや わじまし まちのまちすずや まちうけようへきこう

鈴屋 輪島市 町野町鈴屋 待受擁壁工 14.3

小計 2箇所 16.7

4箇所 70.7
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（石川県　2/2）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



北陸地方整備局（石川県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 石川海岸 白山市
は く さ ん し

、小松市
こ ま つ し

、加賀市
か が し

641

石川県　計 641

令和３年度補正　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 備考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

てどりがわ うしくびがわ、おぞがわ てどりがわさぼうえんていぐん はくさんし しらみね、せと、おぞう

金沢河川国道 火山砂防 手取川 牛首川、尾添川 手取川砂防堰堤群 白山市 白峰、瀬戸、尾添 砂防堰堤工 70

合計 1 箇所 70

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（石川県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



石　川　県

都市局



令和３年度　補正予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 石川県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 今回内示額 改内示額 摘　　要

549,200 50,000 599,200

羽咋市 羽咋市 継続 羽咋中心拠点地区（第2期） 1/2 274,600 25,000 299,600

549,200 50,000 599,200

合計 274,600 25,000 299,600

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:石川県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 石川県 石川県無電柱化推進計画事業 70
(都)寺町今町線(東山～森山)〔金沢市〕、(都)臨港線(無量寺
～戸水)〔金沢市〕

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

石川県

石川県

石川県重 要 港 湾 七 尾 石 川 県 小 計 470 470

石川県 直 轄 470 470

石川県

石川県 金 沢 石 川 県 小 計 1,604 1,000 2,604

石川県 直 轄 1,604 1,000 2,604

石川県

石川県地 方 港 湾 輪 島 石 川 県 小 計 270 270 避難港

石川県 直 轄 270 270 避難港

石川県

2,344 1,000 3,344

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費

合　　　　計

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名 港湾管理者

石 川 県
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Ⅴ．令和３年度鉄道局関係補正予算配分概要 

 

区    分 

 

 

線   名   等 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

備考 

 

都市鉄道整備事

業費補助 

        

        

     

     

 

 

 

 

 

札幌市（耐震補強） 

仙台市（浸水対策） 

東京都（耐震補強、大規模改良） 

横浜市（耐震補強、大規模改良） 

名古屋市（耐震補強、大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設） 

東京地下鉄（株）（浸水対策、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道（株）（大規模改良） 

 

計 

  

  52 

4 

  1,144 

      397 

   100 

2,171 

2,862 

   2,667 

  1,837 

 

 11,234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道駅総合改善

事業費補助 

 

 

 

 

東日本旅客鉄道㈱(仙北町駅) 

東日本旅客鉄道㈱(北山形駅) 

東日本旅客鉄道㈱(結城駅) 

東海旅客鉄道㈱(岐阜駅) 

西日本旅客鉄道㈱(比良駅) 

西日本旅客鉄道㈱(黄檗駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

名古屋鉄道㈱(金山駅) 

近畿日本鉄道㈱(南が丘駅) 

南海電気鉄道㈱(尾崎駅) 

阪急電鉄㈱(春日野道駅) 

山陽電気鉄道㈱(東須磨駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

しなの鉄道㈱(戸倉駅) 

 

計 

 

45       

316 

30 

484 

197 

48 

356 

604 

194 

84 

750 

250 

5 

326 

 

3,687 

 

 

 

 

 

 

鉄道防災事業費

補助 

 

 

青函トンネル 

 

計 

 

    905 

 

      905 

 

 

 

 

 

鉄道施設総合安

全対策事業費補

助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（老朽化対策） 

北海道旅客鉄道（株）（千歳線、宗谷線） 

青森県（青い森鉄道線） 

アイジーアールいわて銀河鉄道（株）（いわて銀河鉄道線） 

富士急行（株）（大月線） 

岳南電車（株）（岳南鉄道線） 

大井川鐵道（株）（大井川本線） 

三岐鉄道（株）（三岐線） 

和歌山県（和歌山港線） 

智頭急行（株）（智頭線） 

土佐くろしお鉄道（株）（阿佐線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、長崎線、筑肥線） 

肥薩おれんじ鉄道（株）（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

小計 

 

 

        219 

        77 

        48 

        9 

        5 

30 

        15 

        8 

        56 

        20 

199 

28 

 

       714 
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（耐震対策） 

東武鉄道（株）（伊勢崎線） 

京王電鉄（株）（京王線、相模原線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線、常滑線、津島線） 

近畿日本鉄道（株）（難波線、けいはんな線） 

阪神電気鉄道（株）（阪神なんば線） 

九州旅客鉄道（株）（日豊線） 

 

小計 

 

（豪雨対策） 

東日本旅客鉄道（株）（上越線、奥羽線、東北線、磐越西線

、八戸線、小海線、吾妻線） 

西武鉄道（株）（池袋線、西武秩父線） 

京成電鉄（株）（本線） 

東急電鉄（株）（田園都市線、大井町線、池上線） 

東海旅客鉄道（株）（高山線、紀勢線） 

近畿日本鉄道（株）（大阪線） 

南海電気鉄道（株）（高野線、南海本線） 

西日本旅客鉄道（株）（因美線、播但線、山陽線、山陰線、

山口線） 

四国旅客鉄道（株）（予讃線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、久大線） 

西日本鉄道（株）（天神大牟田線） 

 

小計 

 

（浸水対策） 

北総鉄道（株）（北総線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（西名古屋港線） 

近畿日本鉄道（株）（名古屋線） 

阪急電鉄（株）（宝塚本線、神戸本線） 

 

小計 

 

（地域鉄道安全対策（豪雨）） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

関東鉄道（株） 

長良川鉄道（株） 

伊豆急行（株） 

愛知環状鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

神戸電鉄（株） 

智頭急行（株） 

肥薩おれんじ鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

アルピコ交通（株） 

由利高原鉄道（株） 

近江鉄道（株） 

 

小計 

 

 

       29 

        418 

       288 

       425 

       8 

       5 

         

     1,173 

       

 

 645 

 

496 

        200 

       60 

       270 

163 

       70 

270 

 

141 

325 

        48 

         

      2,688 

 

      

        155 

       5 

       40 

36 

     85 

           

 321 

 

 

  9 

24 

24 

51 

24 

39 

12 

54 

27 

30 

15 

390 

60 

81 

     

840 
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（地域鉄道安全対策） 

伊賀市 

四日市市 

北近畿タンゴ鉄道（株） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

阿武隈急行（株） 

由利高原鉄道（株） 

しなの鉄道（株） 

長野電鉄（株） 

のと鉄道（株） 

北陸鉄道（株） 

IRいしかわ鉄道（株） 

万葉線（株） 

アルピコ交通（株） 

真岡鉄道（株） 

上信電鉄（株） 

野岩鉄道（株） 

上毛電気鉄道(株) 

銚子電気鉄道（株） 

天竜浜名湖鉄道（株） 

大井川鐵道（株） 

えちぜん鉄道（株） 

愛知環状鉄道（株） 

伊勢鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

岳南電車（株） 

神戸電鉄（株） 

近江鉄道（株） 

叡山電鉄（株） 

一畑電車（株） 

土佐くろしお鉄道（株） 

伊予鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

島原鉄道（株） 

南阿蘇鉄道（株） 

甘木鉄道（株） 

熊本電気鉄道（株） 

長崎電気軌道（株） 

 

小計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

108 

512 

36 

390 

267 

30 

300 

276 

84 

123 

42 

99 

36 

75 

141 

195 

90 

24 

207 

240 

324 

300 

63 

123 

81 

567 

243 

57 

198 

309 

234 

171 

183 

60 

147 

558 

12 

 

6,968 
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(ホームドア) 

西日本旅客鉄道㈱（京都駅） 

東武鉄道㈱（西新井駅） 

東武鉄道㈱（谷塚駅） 

東武鉄道㈱（草加駅） 

東武鉄道㈱（新田駅） 

東武鉄道㈱（越谷駅） 

京成電鉄㈱（押上駅） 

京王電鉄㈱（笹塚駅） 

京王電鉄㈱（久我山駅） 

小田急電鉄㈱（町田駅） 

小田急電鉄㈱（相模大野駅） 

小田急電鉄㈱（海老名駅） 

小田急電鉄㈱（本厚木駅） 

小田急電鉄㈱（大和駅） 

近畿日本鉄道㈱（鶴橋駅） 

南海電気鉄道㈱（中百舌鳥駅） 

阪急電鉄㈱（西宮北口駅） 

阪神電気鉄道㈱（大阪梅田駅） 

 

小計 

 

計 

 

 

 

190 

17 

100 

22 

100 

22 

290 

575 

22 

476 

217 

329 

967 

199 

30 

111 

90 

144 

 

3,900 

 

16,604 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 

 



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（石川県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

拠点施設へのアクセス強化を図
り、物流の効率化により地域の
産業振興を支援する道路整備

石川県,小松市,白山市 109,047 

輝きを放ち、成長・安心を実感
できる石川の道路整備

石川県,金沢市,白山市,野々市市,七尾市,小
松市,輪島市,珠洲市,加賀市,羽咋市,かほく
市,能美市,川北町,津幡町,内灘町,志賀町,
宝達志水町,中能登町,穴水町,能登町

85,928 

石川県における住宅セーフティ
ネットの構築と魅力ある住環境
の形成（第3期）

石川県,金沢市,小松市,羽咋市,内灘町,能登
町,川北町,かほく市,白山市,能美市,野々市
市,輪島市,穴水町,珠洲市,津幡町,七尾市,
加賀市,志賀町,宝達志水町,中能登町

47,781 

242,756 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（石川県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

生命と生活を守り、強くしなや
かな県土づくりを進める「強靱
な石川」整備計画（防災・安
全）

石川県,金沢市,七尾市,小松市,輪島市,珠洲
市,加賀市,羽咋市,かほく市,白山市,能美
市,野々市市,川北町,津幡町,内灘町,志賀
町,宝達志水町,中能登町,穴水町,能登町

895,126 

大規模災害に備えた地域づくり
を進める「強い石川」整備計画
（防災・安全）

石川県,七尾市,羽咋市,志賀町,金沢市,輪島
市,加賀市,能美市,野々市市,川北町,穴水
町,能登町,小松市

400,290 

歩行者や自転車利用者に配慮し
た、通学路や生活道路の交通安
全確保を図る「優しい石川の
道」整備計画（防災・安全）

石川県,野々市市,津幡町,能登町,白山市,金
沢市,七尾市,小松市,輪島市,加賀市,羽咋
市,かほく市,能美市,志賀町,宝達志水町,中
能登町,穴水町,珠洲市,内灘町

60,500 

安全で利便性の高い港湾環境の
形成（防災・安全）（重点）

石川県 72,000 

石川の安全・安心の確保に向け
た治水対策の推進（防災・安
全）重点

石川県,金沢市,白山市,野々市市 1,389,000 

石川の安全・安心の確保に向け
た治水対策と海岸保全の推進
（防災・安全）

石川県,金沢市,小松市 1,085,000 

石川県における総合的な土砂災
害対策の推進（防災・安全）
（重点）

石川県 455,700 

石川県における総合的な土砂災
害対策の推進（防災・安全）

石川県,加賀市,小松市,能美市,白山市,金沢
市,内灘町,津幡町,かほく市,宝達志水町,羽
咋市,志賀町,中能登町,七尾市,穴水町,輪島
市,能登町,珠洲市

393,050 

安心ないしかわの下水道整備
（防災・安全）

石川県,七尾市,小松市,輪島市,珠洲市,加賀
市,羽咋市,かほく市,白山市,能美市,津幡
町,内灘町,志賀町,宝達志水町,中能登町,穴
水町,能登町,野々市市

437,750 

いしかわの災害に強い下水道整
備の推進（防災・安全）（重
点）

石川県,金沢市,七尾市,小松市,白山市,野々
市市,津幡町,内灘町,志賀町

166,000 

石川県における災害に強く安全
で質の高い住環境づくり（第３
期）（重点計画）

金沢市 56,500 

金沢市における下水道施設の再
構築及び防災・安全対策の推進

金沢市 10,140 



（石川県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

金沢市安全安心で暮らしやすい
まちづくり計画（防災・安全）

金沢市 1,237,500 

小松市の安全・安心な公園づく
り（防災・安全）

小松市 15,000 

能美市の安全・安心な公園づく
り（防災・安全）

能美市 10,000 

町民の健康増進と安全・安心に
利用できる公園づくり（防災・
安全）

津幡町 15,000 

内灘町の憩いの空間の創出、安
全・安心で快適な公園づくり
（防災・安全）

内灘町 15,000 

6,713,556 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（石川県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

拠点施設へのアクセス強化を図
り、物流の効率化により地域の
産業振興を支援する道路整備

石川県,小松市,白山市 327,800 

輝きを放ち、成長・安心を実感
できる石川の道路整備

石川県,金沢市,白山市,野々市市,七尾市,小
松市,輪島市,珠洲市,加賀市,羽咋市,かほく
市,能美市,川北町,津幡町,内灘町,志賀町,
宝達志水町,中能登町,穴水町,能登町

180,317 

美しく活力のあるいしかわの水
環境づくり

石川県,金沢市,かほく市,白山市,能美市,
野々市市,津幡町,内灘町,志賀町,輪島市,中
能登町

118,400 

いしかわの暮らしやすい街づく
りにむけた下水道整備の推進
（重点）

石川県,七尾市,小松市,輪島市,加賀市,かほ
く市,白山市,志賀町,宝達志水町,中能登町,
能登町,珠洲市,羽咋市,能美市

60,000 

石川の豊かな河川空間を活かし
たかわまちづくりの推進

石川県 10,000 

石川の地域資源を活かした魅力
ある公園づくり

石川県 347,300 

小松市の子どもたちや高齢者が
快適に利用できる魅力ある公園
づくり

小松市 17,000 

町民の健康増進と体力づくりに
資する公園整備

津幡町 374,925 

1,435,742 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（石川県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

歩行者や自転車利用者に配慮し
た、通学路や生活道路の交通安
全確保を図る「優しい石川の
道」整備計画（防災・安全）

石川県,野々市市,津幡町,能登町,白山市,金
沢市,七尾市,小松市,輪島市,加賀市,羽咋
市,かほく市,能美市,志賀町,宝達志水町,中
能登町,穴水町,珠洲市,内灘町

652,137 

大規模災害に備えた地域づくり
を進める「強い石川」整備計画
（防災・安全）

石川県,七尾市,羽咋市,志賀町,金沢市,輪島
市,加賀市,能美市,野々市市,川北町,穴水
町,能登町,小松市

53,664 

生命と生活を守り、強くしなや
かな県土づくりを進める「強靱
な石川」整備計画（防災・安
全）

石川県,金沢市,七尾市,小松市,輪島市,珠洲
市,加賀市,羽咋市,かほく市,白山市,能美
市,野々市市,川北町,津幡町,内灘町,志賀
町,宝達志水町,中能登町,穴水町,能登町

5,500 

安心ないしかわの下水道整備
（防災・安全）

石川県,七尾市,小松市,輪島市,珠洲市,加賀
市,羽咋市,かほく市,白山市,能美市,津幡
町,内灘町,志賀町,宝達志水町,中能登町,穴
水町,能登町,野々市市

901,050 

1,612,351 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


